
■ 学校の共通目標  

授業作り 重 

点 

・学習スタンダードを徹底するとともに、GIGA 端末を効果的に活用する

ことで互いの考えを共有し、深い学びを目指す。 
中
間
評
価 

・どの学級においても、GIGA 端末を日常的に活用

し、互いの考えを共有し合う授業に取り組んだ。 
最
終
評
価 

 

環境作り 
・ユニバーサルデザインを意識し、全ての子どもたちが学びに向かいやす

い環境の工夫や個に応じた配慮・支援を行う。 

・教室の前面には集中を妨げるような掲示物を貼ら

ないよう、全学級で取り組んだ。 

 

■ 学年の取組内容 

２ 

国語 

学…漢字の学習は、継続して意欲的に取り組んでおり、丁寧に

書く様子が見られる。学習の様子やテストから、漢字を書く

ことが習慣化しておらず、書き順や止め、はね等の細部まで

に気を配って書くことができていない児童が多い。また、自

分の考えを友達に説明する力や話を聞く力が不十分である。 

・書き順や止め・はね・はらい等に気を付けて正確に書

けるように指導をしていく。 

・要点を捉えて適切に聞いたり、話したりする力を身に

付けさせていく。 

・漢字の学習はデジタルドリルなども活用して反復練習をし、

知識の定着を図る。 

・伝え合う活動を授業等で取り入れて発言する機会を設ける。 

 

・漢字の学習は、デジタルドリルと漢字ノートを活用するこ

とで、漢字を丁寧に書くことが習慣化してきている。漢字

の反復練習を継続することで、知識の定着を図る。 

・要点を捉えて聞いたり伝え合ったりする活動を通して、適

切に聞いたり話したりすることができるようになってい

る。 

 

算数 

学…繰り上がりのあるたし算や繰り下がりのあるひき算は正確

に計算することができる児童が多い。２桁の繰り上がりの筆

算では、繰り上がりを忘れる等の誤りが見られる。また、計算

の仕方を説明する場面では、図や数を用いて書いたり説明し

たりすることが苦手である様子が見られる。 

・２桁の繰り上がりの筆算を正確に計算することがで

きるように指導する。 

・計算の仕方を図や数を用いて書いたり説明したりす

ることができるように指導をしていく。 

・ベーシックタイムや家庭学習等で、繰り返し計算練習を行

うことで定着を図る。 

・デジタル教科書やデジタルドリルを活用して、計算の仕方

を具体物操作等を見せて、視覚的な理解を図る。 

・デジタルドリルや計算プリントを活用して繰り返し計算練

習を行うことで、正確に計算ができるようになっているの

で、継続して定着を図る。 

・ICT機器を活用し、計算の工夫の仕方などを共有すること

で、計算の仕方について理解を深めていく。 

 

３ 

国語 

学…物語教材では、叙述に即して登場人物の心情を読み取るこ

とができる。学習の様子から、正しい書き順で書けていない

ことや、止め、はねが明確でないこと、またひらがなを多用

し、習った漢字をあまり使えていないことが多いと分かった。

また、日頃の発言等から集中して話を聞いたり、適切に要点

を捉えたりすることがやや苦手である様子が見られる。 

・書き順の指導を丁寧に行うとともに、止め・はね・は

らいにも意識をもたせるように指導する。 

・文の中で漢字を正しく使えるようにさせる。 

・要点を捉えて聞いたり、話したりすることについて指

導をする必要がある。 

・ベーシックタイムや家庭学習を含め、繰り返し漢字の復習 

に取り組み定着を図る。 

・例や話型を示しながら、発言をする機会を設ける。 

・デジタルドリルを活用し、漢字の正しい書き順を定着させ

る。 

・漢字の学習は、デジタルドリルだけでなく、漢字ノートを

使用し学習を始めたこと、また定期的な漢字テストを行う

ことで、定着を図っている。 

・要点を捉えて聞いたり話したりすることについては、授業

の中だけでなく、日常の会話の中でも指導をしている。 

 

算数 

学…自分の考えを進んで表したり、発表したりする児童が多い。

計算では九九のミスが見られ。完全に身に付いているとは言

えない。文章問題では文中の言葉から誤った立式をすること

がある。また、長さやかさの学習では量感が身に付いていな

い傾向がみられる。 

・加法・減法・乗法の復習を繰り返し行い、正確に計算

することができるようにする。 

・文章問題などでは、図・言葉・式のどれでも問題場面

を表すことができるように指導をする必要がある。 

・基礎的な力を確かにするため、家庭学習でデジタルドリル

を活用し、計算問題を繰り返し取り組ませる。 

・授業の中で、図から問題場面を想起させるなどして、問題場

面を的確に捉える工夫を行う。 

・九九の計算の定着を図るため、計算以外の単元の学習中に

も、家庭学習では計算問題を取り組ませている。 

・全員が問題場面や考え方を読み取る力をつけるために、図

や式からいろいろな児童に考えを説明させる活動を取り入

れる。 

 

４ 国語 

調…「基礎」「活用」ともに、目標値や区の平均を大きく上回っ

ていた。問題の内容別の正答率を見ると、漢字や言語の学習

については８５％以上であり、定着が見られる。しかし、「メ

モをもとに文章を書く」ことに関しては６０％弱、「文章を書

く」ことに関しては６５％と、他の項目と比べて課題が見ら

れる。指定された長さの文章や、段落を意識して文章を書け

るように、重点的に指導が必要であると考える。 

 漢字の形は理解できている児童が多いが、文章内に入

れて書くことには苦手意識がある児童がいる。 

 段落を意識して文章を読むことはできているものの、

文章を書くことに関しては、課題があるため、自分の

考えを表現する時間をつくる必要がある。 

 日々の漢字の学習で、例文を考えさせる際に、全体で共有す

る時間をつくり、正しい文が書けるように指導していく。ま

た、プリントやドリルパークを活用して定着を図る。 

 段落の意識等の正しい文章構成を定着させるために、感想文

の指導等の際に、構成例を提示し、視覚的に分かりやすくす

る。また、自主学習の宿題の際に、日記や感想文を書かせ、

自分の気持ちを整理して書く経験を積ませていく。 

 日々の漢字の学習で、例文や言葉を考えさせる際に、全体で

共有することで語彙力の向上につながっている。 

 ドリルパークだけでは定着しない児童も多くいるため、引き

続きプリントやノートなどでの練習もしていく。 

・文章を書くことに対しての課題は見られるため、ベーシッ

クタイムを活用して短い作文を学習する機会を日常的に設

けていく。 

 

学年 教科 学習状況の分析（10月） 課 題（10月） 改善のための取組（10月） 最終評価（２月） 

１ 

国語 

学…大体の児童がひらがなを身に付け、自分の思いや考えを文

字で表現することができる。しかし、促音、拗音に対する個

別指導や、句読点を正しく入れるための繰り返しの指導が必

要である。自分の思いや考えを分かりやすく伝える力には個

人差が見られる。 

・ひらがな・カタカナ・漢字を確実に身に付け、正しく

丁寧に書けるように指導していく。 

・促音や拗音、句読点を正しく身に付けるように指導す

る。 

・自分の思いや考えを分かりやすく話す力を身に付け

させる。 

・文字の学習は、デジタルドリルやプリントを活用し、反復練

習をし、定着を図る。 

・日々の学習の中で、書いた文章の読み直しをさせ、句読点や

促音、拗音が正しく書けているかを確認させていく。 

・順序を意識して話すように指導していく。 

    

算数 

学…数理解は、概ね身に付いている。時計を読む力は、個人差

が出る。計算をするときに、手を使ってしまう児童が数名い

る。計算の仕方をブロックや図を使って説明できるようにな

ってきている。 

・１０までの加減計算を確実に身に付けさせる。繰り上

がりのある加法、繰り下がりのある減法の計算方法

を確実に身に付け、正確に計算することができるよ

うにする。 

・計算の仕方を図やブロックを使って表せるようにす

る。 

・デジタルドリルやプリントを活用し、計算練習を繰り返し

行い、定着を図る。同時に計算カードを活用して、正確に早

く計算できるようにする。 

・ブロックや図、言葉を用いて自分の考えを表す場面を設定

し、それを使って発表させていくようにする。 

 

学年 教科 学習状況の分析（４月） 課 題（４月） 改善のための取組（４月） 中間評価・追加する取組（10月） 最終評価（２月） 

学力向上のための重点プラン【小学校】                                              新宿区立四谷第六小学

校 

（様式 1） 



算数 

調…「基礎」「活用」ともに、区の平均よりは１～２ポイント上

回っている結果だった。また、観点別正答率でみると、「知識・

技能」は８０％を超えているのに対し、「思考・判断・表現」

は、６０％未満である。場面を式や図に表したり、式と場面を

結び付けて考えたりすることが弱いことが分かる。内容で見

ると、どれも６０～８０％の間であり、確実に定着させてい

くための反復学習も必要であることが分かる。 

・かけ算において、筆算の仕方を理解し、正確に計算を

する技能を身に付けさせる必要がある。 

・図や式を用いて自分の考えを伝えるように指導して

いく。 

・基礎・基本の計算を確実に定着させていくためにプリント

やドリルパークを活用し、反復学習に取り組む機会を設け

る。 

・図や式を用いて様々な考えを友達と共有する機会を増やし、

自らの考えを伝える場を設ける。 

・ドリルパークを主に活用し反復学習をしてきたが、わり算

の筆算が定着していない児童がまだ一定数いる。毎週末に

紙プリントの課題を出し、基礎・基本の定着を図る。 

・授業の中で、様々な考えを友達と共有する機会を増やした

ことで自らの考えを伝える力が高まってきた。今後は図を

活用し思考を整理する習慣がつくようにプリントやタブレ

ット端末を使って学力向上を図っていく。 

 

５ 

国語 

調…「基礎」「活用」ともに、目標値や区の平均を大きく上回っ

ていた。漢字の「読み」に関しては 90%以上となっているが、

「言葉の学習」に関しては、80%程度となっており、語彙の習

得に課題が見られた。また、「文章を書く」では、６割以下と

なっており、指定された文字数で題意に沿って文章を書くこ

とに課題が見られる。 

・漢字の活用に課題がある。漢字を使って文章を書いた

り、日常的に活用したりする力が不足している。日頃

から文章の中で漢字を書くように指導していく。 

・作文力に課題がある。決められた時数や時間内に文章

をまとめる力が不足している。授業の中でも、自分の

考えを書く時間をつくる必要がある。 

・漢字の学習で、熟語集めや文章作りをすることで語彙を増

やしていけるようにする。デジタルドリル等で繰り返し漢

字練習を行う。 

・文章を書く機会を増やし、作文に対する抵抗感を無くせる

ようにする。国語の学習だけではなく、他教科でも単元のま

とめを文章で書かせるなどしていく。 

・新出漢字の学習や家庭学習を通して熟語集めや文章作りを

行ったり、漢字テスト等に定着するまで取り組んだりする

ことで漢字の定着を図った。今後も継続していく。 

・各教科で学習の振り返りを行ったり、行事の振り返りを記

述したりする機会を確保したことで、文章を書くことに慣

れ、作文に対する抵抗感を減らすことにつながった。 

 

算数 

調…「基礎」「活用」ともに、目標値や区の平均を大きく上回っ

ていた。どの領域の正答率も 80%程度となっており、概ね学

習内容の定着を図ることができている。垂直・平行と四角形、

折れ線グラフの問題は 70%台となっており、課題が見られた。

四角形の特徴を活用して作図することや、折れ線グラフを正

しく読み取ることに課題がある。また、簡単な場合の割合に

ついて、もとの大きさの何倍になったかを計算することに課

題がある。 

・垂直・平行を使った作図や四角形の特徴を活用した作

図について指導をする必要がある。 

・折れ線グラフ等の資料から情報を正確に読みとるこ

とができるようにする。 

・割合の学習では、意味を理解して立式し答えを求める

ことについて指導をする必要がある。 

・作図をする際には補助線を残したり、説明したりして、理解

を深められるようにする。 

・デジタルドリル等を活用し、様々な資料からの読み取り問

題に触れる機会を設ける。 

・家庭学習やデジタルドリル等を活用し、割合に関して復習

を行う。また、常に根拠をもって立式するように指導する。 

・合同な図形等の単元で繰り返し作図を行い、定着を図っ

た。また、デジタル教材の活用により、作図の方法を視覚

的に捉えることができるようになった。 

・小数の計算や比の学習で数直線を使いながら学習を行い、

立式の意味理解を図った。数直線を使って自分の考えをま

とめることが徐々に定着してきたので、今後も分数の計算

や割合等で活用できるよう指導していく。 

 

６ 

国語 

調…「基礎」「活用」ともに、目標値や区の平均を大きく上回っ

ていた。問題の内容別の正答率を見ると、漢字の「読み」に関

しては 90%以上となっているが、「言葉の学習」に関しては、

80%程度となっており、語彙の習得に課題が見られた。また、

「文章を書く」では、６割以下となっており、指定された文字

数で題意に沿って文章を書くことに課題が見られる。 

・自分が思ったことや考えたことを、発表したり文章で

表現したりできるようにする。 

・敬語の使い方や語彙の意味など、言語事項に関する知

識について指導をする必要がある。 

・聞いた内容を効率よくメモできるようにする。 

・GIGA 端末のデジタルソフトを使い、様々な考えを友達と

共有することで、自らの考えを伝える場を増やしていく。 

・デジタルドリルやプリントを活用し、基礎・基本的な知識を

身に付けさせる。 

・記号や矢印などを使って効率的にメモを取る方法を指導し、

大切なことを逃さず聞き取れるようにさせる。 

・GIGA端末のデジタルソフトを使うことで、自分の意見を友

達に発信する機会が増えた。 

・デジタルドリルを活用することで、家庭学習等でも児童が

自主的に学習に取り組むことができたが、定着させるため

にノートでの学習も併用して行った。 

・国語の学習以外でも、メモを取る際には記号や矢印などを

使うようになった。今後は聞き取ったことをまとめる力が

つくように指導していく。 

 

算数 

調…「基礎」「活用」ともに、目標値や区の平均を大きく上回っ

ていた。どの領域の正答率も 80%程度となっており、概ね学

習内容の定着を図ることができている。しかし、四角形の特

徴を活用して作図することや、折れ線グラフを正しく読み取

ることに課題がある。また、簡単な場合の割合について、もと

の大きさの何倍になったかを計算することに課題がある。 

・数直線や図などを使って、自らの考えを分かりやすく

説明できるようにする。 

・図形の特徴などを知識として理解はしているが、作図

をすることについては指導をする必要がある。 

・小数のかけ算、わり算に計算の間違いが目立つ。丁寧

に取り組むように指導をしていく。 

・ICT 機器を活用し、多くの児童の考えを共有することで、 

図や数直線を用いる良さに気づかせていく。 

・作図に用いた線などを消さずに残させるなどし、学習の過

程を振り返らせるとともに、プログラミングソフトなども

活用して、楽しく作図に取り組ませる機会をつくる。 

・デジタルドリルを活用することで基礎・基本を定着させる

とともに、個に応じた課題に取り組ませていく。 

・自らの考えを多くの友達に伝えることに加え、児童が作成

した問題を友達同士で解き合うことで、互いの理解を深め

ることができた。 

・デジタルドリルの活用により現在の学習内容だけでなく、

既習内容も繰り返し復習できるようになった。 

・デジタルドリルの宿題でも、筆算の計算過程を書き残すよ

うに指導していく。 

 

音
楽 

学…興味・関心をもって学習に取り組む児童が多く、歌唱は無理のない自

然な発声で歌える児童が大半である。特に器楽演奏への意欲が高く、音

を合わせたり聴き合ったりする力を付けてきている。 

・曲想の特徴や変化を捉え、曲の特徴にふさわしい表現

を工夫したり、どのように歌ったり、演奏したりする

かについて、思いや意図をはっきりもてるように指導

する必要がある。 

・発達段階に応じて、楽譜やワークシート、GIGA端末のアプ

リケーションを利用して、表現の工夫や、思いや意図を書き

込んだり、友だちの意見を共有したりして、学習を積み重ね

ていく。 

・旋律の特徴や、曲想の変化を捉えて、考えを発言できる児

童が少しずつ増えてきた。さらに考えを深めて、表現した

い思いや意図、表現の工夫を自分なりに考えることができ

るような学習を取り入れる。 

 

図
工 

学…興味や意欲をもって活動する児童が多く、他者の表現を素直に感動す

ることができる。知識や技能を習得することにも意欲がある。 

・高学年になるにつれて自分自身のオリジナリティを

追求するよりも画一的な結果に安心するような児童

が増えてくる。 

・どんな題材でも自分のオリジナリティを追求することの大

切さを伝えながら、安心して表現できるような環境を構築

していく。そのために小作品を作成する機会を増やし、短い

時間ではあるが、都度友達の作品を鑑賞する時間を設ける。 

・小作品を通して、人との作品の違いや自分だけの表現の良

さを大切にするようになってきている。引き続き、自分自

身の表現を追求し、これらをベースに自分が作った作品へ

の愛着を育てていくことを目指していきたい。 

 

特
支 

・まなびの教室利用児童の実態を的確に把握し、低学年は特性に応じたベ

ースアップを中心に、中学年、高学年は学年の学習や生活に適応しやす

い指導を行う。また在籍学級での合理的配慮と指導の方針を各学級担任

とともに考える。 

・低学年は課題の把握に努める。 

・今年度は、対人関係の築き方や体の動かし方について

指導をする必要がある。 

・高学年は書字に課題のある児童が多く、学習に支障が

でているため、個に応じて指導をしていく必要があ

る。 

・体や手先の不器用さを改善するためのトレーニングを行う。 

その際 GIGA端末で動画を撮影し、自身の動きを振り返る。 

・絵カードや表情カード、気持ちよくなる言葉掛けなどを視

覚的に理解しやすいよう工夫する。 

・よりよいコミュニケーションの方法を体感させ、各学級で

の生活につなげる。 

・動画を見て自分の動きを振り返り、よりよい動きに繋げる

ことができた。引き続き、体や手先の不器用さを改善する

ためのトレーニングを重点的に行っていく。 

・気持ちのよい声掛けを意識することが増えてきている。 

・ソーシャルスキルトレーニングを通して、感情の表出方法

や場面に応じた対応について指導していく。 

 

     調…新宿区学力定着度調査の結果から見える学習状況  学…授業での様子や提出物、作品、ワークテスト、デジタルドリル等から見える学習の状況   ※分量は 2ページ以上となってもよい。   


